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新刊は毎週土曜日から展示しています。その中からピックアップしてご紹介！
※予約についてなど、詳しくはカウンターへお尋ねください。

著者 出版社 請求記号

一般書

児童書

請求記号

CD

高木　洋 DYオ 3000050007149

作家別『林　明子』
『こんとあき』『はじめてのおつかい』など、
ぬくもり溢れる作品をお楽しみください。

ソングス　2010～2017
（通常版）

MR.BIG DLミ 3000050006433

5日～31日 おめでとうございます 新年を彩る音楽をご紹介します。
おしりたんてい
オリジナル・サウンドトラック

こんなおしごとしってる？ 世の中のいろいろなお仕事を覗いてみよう！
タイトル 演奏者・指揮者など タイトルコード

讃美歌ベスト 聖ヶ丘協会聖歌隊 DFサ 3000050005107 5日～31日

元女子高生、パパになる 杉山　文野 文藝春秋
916／
スキ

1000050357805

5日～31日

古典で旅する茶の湯八〇〇年史 竹本　千鶴 淡交社 791.2 1000050357440

ネコの博物図鑑 サラ・ブラウン 原書房 645.7 1000050357696

コミックワールド コミックの世界へ出かけましょう！

男の子にも女の子にも似合う服 高島　まりえ 日本ヴォーグ社 593.3 1000050355306

24日（日）～29日（金） ゆめゆめ
「ゆめゆめ（努努）」という言葉には、いくつか
意味があるんです…。

レスキューナースが教える新型
コロナ×防災マニュアル

辻　直美 扶桑社 498.6 1000050356175

17日（日）～22日（金）

情熱
一年の計は元旦にあり。熱い心で2021年を迎えま
せんか？

江戸庶民のまじない集覧 長友　千代治 勉誠出版 387 1000050353670

10日（日）～15日（金） 希望 心の温まる希望に満ちた図書をご案内します。

デンマーク文化読本 長島　要一 丸善出版 293.8 1000050355800

12月27日（日）～1月8日（金）

1月のテーマ展示書名 タイトルコード

人間・西田幾多郎 藤田　正勝 岩波書店 121.6 1000050354399

２０２１年

１月号

〒１７４‐００４６
板橋区蓮根３－１５－１－１０１

TEL ０３（３９６５）７３５１
FAX  ０３（３９６５）７３５６

板橋区立図書館ＨＰ
http://www.lib.city.itabashi.tokyo.jp/

蓮根図書館ＨＰ

http://hasune-lib.jp
フェイスブック

https://www.facebook.com/itabashi.hasune.lib

☆開館時間 午前９時～午後８時（土日・祝日を問わず）
★休館日
・第３月曜日 （祝日と重なるときはその直後の祝日以外の日）
・月末（３月３１日以外で土・日・祝日と重なるときは、その直後の土・日・祝日以外の日）
・年末年始・特別整理期間

蓮根図書館

当館では１週間・１ヶ月ごとにテーマを設け、
所蔵している資料をご紹介しています。

板橋区立図書

蓮根図書館からのお願い
新型コロナウイルス感染拡大防止のため、下記のご協力をお願いいたします。

・館内ではマスクの着用をお願いいたします。

・入館の際には、手指の消毒や手洗いをお願いいたします。

・発熱など体調に不安のある方は来館をご遠慮ください。

・他の方との距離を空けてください。

・換気のため館内の窓を一部開けています。ご了承ください。

・図書館入口に書籍除菌機がございます。ご利用ください。

ご不便をおかけいたしますが、ご協力をお願いいたします。



日 月 火 水 木 金 土
1 2 3 4 5 6

振替休館日 りんりん

7 8 9 10 11 12 13

かるがも

おはなし会 赤ちゃん 名画劇場

14 15 16 17 18 19 20

休館日 おはなし会

21 22 23 24 25 26 27

かるがも

おはなし会 赤ちゃん ブックトーク

28

31

「ぞうの絵本」展　1/25（火）～1/31（日）

おはなし会

ブックトーク
赤ちゃんおはなし会

24 25 26 27 28 29 30

23

休館日 おはなし会 かるがもタイム

17 18 19 20 21 22

13 14 15 16
板橋区公文書館展「いたばしの学校」　1/9（土）～1/17（日）

おはなし会

怒りんぼうなお騒がせアヒル、ドナルド・ダックのお話です。
年末年始休館日 おはなし会 かるがもタイム 名画劇場赤ちゃんおはなし会

10 11 12

6 7 8 9
『ドナルド・ダック②』　（57分）　　　　　　

『地球の静止する日』監督：ロバート・ワイズ　主演：マイケル・レニー　（92分）

人類と異星人の交流を描いたSF作品をお楽しみください。
年末年始休館日

　  14時からは・・・【児童向け】
3 4 5

1 2

日 月 火 水 木 金 土 　  10時からは・・・【一般向け】

おはなし会

9日（土）のはすね名画劇場（蓮根集会所）

2月の蓮根図書館

《1月の蓮根図書館》

おはなし会 赤ちゃんおはなしかい

りんりんおはなし会 親子で遊べるブックトーク

毎月第２・第４金曜日
１０時～１２時

赤ちゃん連れでもゆったりと気兼ねなく図書館をご利用いただけるよう時間を設定し、
お子さんだけでなく保護者の方の読書支援もおこなっています。

かるがもタイム

二次利用（蓮根図書館視聴覚室）

《1月の行事》

～毎月２３日は家庭読書の日～
『親子で遊べるブックトーク』

ウチドク

蓮根図書館では、毎月さまざまなおはなし会をおこなっています。

日時：毎週水曜日 １５：３０～
場所：児童コーナー

絵本や紙芝居の読み聞かせです。

日時：8日（金）・22日（金）11：00～
場所：視聴覚室

０，１歳の赤ちゃんと保護者のかた向けのおは
なし会。赤ちゃんと楽しむ歌などが中心です。

日時：12月7日（土）１１：００～
場所：児童コーナー

２，３，４歳の幼児向けのおはなし会。おは
なしの他に手遊びなどで楽しみます。

日時：1月23日（土）15：00～
場所：児童コーナー

毎月テーマを決めて親子で楽しめる絵本や紙芝
居の紹介と読み聞かせをしています。
今回のテーマは「しんぶんしであそぼう」です。

公文書館所蔵のパネル資料と図書館資料で、

『明治・大正・昭和の板橋の教育の歴史』を振り返ります。

期間：1月9日（土）～1月17日（日）

場所：蓮根図書館・視聴覚室

「ぞうの絵本」展
「ぞう」の出てくる様々な絵本を展示します。

展示している絵本は全て借りられます。

期間：1月25日（月）～1月31日（日）

場所：蓮根図書館・視聴覚室

1月のりんりんおはなし会はお休みです。

次回は2月6日（土）です。

板橋立公文書館展 いたばしの学校

彩波会作品展 2/3日（水）～2/9日（火）

中央図書館休館に伴うサービス休止について
新館への移転に伴い、中央図書館・いたばしボローニャ子ども絵本館は

令和2年12月21日（月）～令和3年3月27日（土）まで全サービスを休止します。

①中央図書館受取の予約・貸出はできません。

②中央図書館への返却はできません。（ブックポスト含む）

③12月21日（月）以降は、中央図書館の電話番号は不通となります。

（新中央図書館の番号は、令和3年1月4日（月）以降お知らせする予定です。）

詳しくはカウンター配布のご案内、ホームページ等をご確認ください。

大変ご迷惑をおかけしますが、ご理解くださいますようお願いいたします。

二次利用のサービス提供方法を変更しました。

保存期間が過ぎた雑誌等を、利用者へ提供しています。提供方法は不定期です。

同日の資料の補充はありません。提供資料のご質問にはお答えできません。

展示 2/24日（水）～3/6日（土）


